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■日  時：令和３年２月１２日（金）午後６時 

 

■会  場：大仙市役所３階大会議室 
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三 浦  隆 吾 
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生田目 マキ子 

 

■出席職員：５名 

老 松  博 行（市長）    福 原  勝 人（企画部長）      

田口  美和子（まちづくり課長）    山信田  恭弘（まちづくり課参事）  

高 山  知 洋（まちづくり課主幹）     
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   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 市長あいさつ 

  ４ 会議録署名委員の指名 

   ５ 議  題 

（１）地域課題協議について 

   ６ 報  告 

    （１）地域枠予算の活用事業について 

７ そ の 他 

８ 閉  会 
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（午後 ６時２分 開会） 

 

○事務局(田口まちづくり課長) 

本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。 

 定刻になりましたので、ただ今から令和２年度第４回大曲地域協議会を始めさせていただ

きます。 

  はじめに、熊谷会長よりごあいさつをお願いします。 

 

 

○熊谷公会長（以下、会長と表記） 

  皆さまおばんでございます。長いコロナの流行と大雪が降ったりと、皆さん体調的にも

きつい毎日が続いておりますが、身体の方はいかがでしょうか。 

  まずは老松市長さま、本日は大曲地域協議会においでいただきまして本当にありがとう

ございます。この協議会は、本日４回目になるのですけれども、幅広い世代で毎回活気の

ある協議がされております。本日もどうか我々の活気のある協議をご覧いただければと思

います。 

  前回まで、２つのテーマに絞って協議をしてきたわけですけれども、本日も引き続き協

議をお願いすることになります。前回よりもより具体的に、実行する姿が目に見える形に

なるにはどうすればいいのかという部分をよく考えながら、皆さまのご意見をいただきた

いと思います。 

  本日の協議は、本年度最後となりますので皆さんの活発で忌憚のないご意見をいただき

ながら本日の協議会がより良いものになりますようにお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

 

○事務局(田口まちづくり課長) 

ありがとうございました。 

続きまして、老松市長がごあいさつ申し上げます。 

 

 

〇老松市長（以下、市長と表記） 

  皆さんこんばんは。大仙市長の老松博行と申します。４回目にして初めての参加という

ことで、大変恐縮しております。 

  今、皆さん心配のとおり油断はできませんけれども豪雪は少し落ち着いたかと思います。

これまでですと２月に雪が多くなる時期で、これまでも２月に豪雪対策本部を立ち上げる

ことが多かったわけでして、まだまだ油断できないわけですけれども、もう一つは、新型

コロナウイルス感染予防対策ということで、９月２０日で一旦大仙市内の感染者は出てい

なかったわけですけれども、１月２０日に残念ながら４名の方が感染してしまったという
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ことで現在１４名ということになるわけですけれども、都会や他の市町村に比べれば大仙

市は少ないほうだと思っておりまして、市民の皆さんから基本的な対策をきちんと取って

いただいているおかげだと思っているところでありまして、厚く御礼申し上げたいと思い

ます。 

  実は今、感染症対策もあるのですが、予防接種体制ということでばたばたしているとこ

ろでありますけれども、大曲仙北医師会の先生方の協力をいただきながら、また大曲厚生

医療センターの皆さまのご協力をいただきながら、３月下旬と言われておりましたけれど

も４月の初めから６５歳以上の皆さんにワクチン接種をしていただくということで、一生

懸命に段取りをしております。大仙市はこれまでも段取りがいいと言われてきましたので、

良く頑張りたいと思っておりますけれども、まずは２月の中旬から国立病院関係の先生方

ということで、県内では能代市の病院が該当するようですけれども、そのあとは通常の医

療従事者の皆さんが接種しまして、一般の方は６５歳以上の方から開始されるわけですけ

れども、４月の初めから順調にワクチン接種できるように会場、ワクチンの準備を進めて

おります。厚生労働省も 1 本から注射器に５人分か６人分しか取れないとばたばたしてい

るようですし、申し込みもコールセンターに連絡した順のようなので、これもまた大変な

ことになるかもしれないということで心配もしていますけれども、いずれ一生懸命準備し

ていろいろと連絡、連携を取りながら進めていきたいと思っております。 

  いろいろ申し上げましたが、通常のあいさつに戻らせていただきます。本当に皆さんに

は、市民と行政による協働のまちづくりの推進の核ということで、地域協議会の皆さんに

はお世話になっているところであります。地域課題を解決する仕組みづくり、それから各

種計画などへの意見、それから施策、事業に係る提言の取りまとめなど、様々な活動を展

開していただいております。また今年度からは、地域枠予算に係る審議につきましては協

議から報告とさせていただきまして、委員の皆さんからは真に地域活性化に資するご意見、

また大仙市の施策に対するご提言などの議論により重点を置いて取り組んでいただいてい

るところであります。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

  さて、市では皆さんご承知のとおり、まちづくり課や各支所に地域活性化推進室を設置

いたしまして、地域の独自性を活かした地域おこしや地域活性化策の推進など、地域の顔

づくりに取り組んでいるところであります。ここ大曲地域では、中心市街地に賑わいを創

出する様々な取り組みが展開されておりまして、中でも昨年１０月にスタートしましたタ

ニタグループとの連携で実施しております「健幸まちづくりプロジェクト」に合わせまし

て、中心市街地を核としたウォーキングコースを作って、それからイベントの開催が企画

検討されているところであります。この「健幸まちづくりプロジェクト」は市とタニタグ

ループが連携して取り組んでいるところでありますが、１月末現在、市民の皆さん６，３

７０人、それから企業関係が１４８社で２，７５９人、合計９，１２９人の皆さまからご

参加をいただいております。参加の皆さんにはタニタの活動量計を持って歩いていただく

ということになるわけですけれども、通常の事業で９千人を超える皆さんから参加いただ

いていることは凄い事業展開になるわけですけれども、この度の事業は、全市民並びに大

仙市内の企業に勤めている他市町村の皆さんも参加資格があるということなので、まだま
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だ足りないと言いますか、最終的に８万人全員とはいきませんけれども６万７千人を目標

に、この１０年間で参加していただくということで考えております。ですからこの後も歩

くことを基本に、包括連携協定を締結しておりますミズノ株式会社、それから大塚製薬な

どありますけれども、このような企業と連携したウォーキングイベントの開催や健幸ポイ

ントということで歩いた歩数によってポイントがもらえる場合がありますけれども、そう

した獲得数に応じまして地域商品券が交付されます。そうした参加される皆さんに楽しん

でいただきながら、健康づくりや地域経済の活性化に取り組み、市民の皆さまが健康で幸

せに暮らせる日本一健康なまち大仙市を目指してまいりたいと考えていることろでござい

ます。今後とも大仙市全体が元気になる地域づくりを進めるとともに、市民の皆さんが住

みよさを実感し、夢と希望が持てるまちづくりに全力で取り組んで参りたいと考えており

ますので、委員の皆さんにおかれましては引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い

し上げます。 

  結びになりますが、地域協議会の活動を通して大曲地域がますます魅力的で元気な地域

となり、その元気が大仙市全体に広まりますことを心からご祈念申し上げまして、甚だ粗

辞でありますけれどもあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

〇事務局(田口まちづくり課長) 

  それでは、会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

  

【資料の確認】 

次第  

委員名簿・配席図 

資料NO.１ 令和２年度第３回グループ協議資料 

資料NO.２ 令和２年度第３回地域協議会会議録抜粋 

資料NO.３ 令和２年度地域枠予算活用事業一覧 

参考１  

参考２   

 

〇事務局(田口まちづくり課長) 

  それでは、このあとの進行については、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条

第４項の規定により、熊谷会長にお願いします。 

 

 

〇会長 

それでは、会議をはじめます。 



－5－ 

 

  先ほど、生田目マキ子委員から欠席の届出がされまして、本日の出席委員は１３名と

なっております。 

  委員の２分の１以上の方が出席されておりますので、会議は成立していることをご報告

いたします。 

 

  それでは、次第４の会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、佐々木浩委

員と成田麗子委員にお願いいたします。 

 

続きまして、次第５の議題に入ります。地域課題協議についてを議題といたします。 

前回は、テーマを協議するにあたりまして、希望するテーマを選んでいただきまして２

つのグループを作りました。 

前回欠席された鎌田俊委員、佐々木浩委員、佐藤純也委員、三浦隆吾委員にも加わって

いただきますので、どちらかを選んでいただきたいと思います。 

鎌田俊委員はどちらのテーマがよろしいですか。 

 

   

〇鎌田俊委員 

  Ｂの方をお願いします。 

 

 

〇会長 

  分かりました。 

佐々木浩委員はどうですか。 

 

 

〇佐々木浩委員 

私は地域住民の地域活動への参加の方にします。 

 

 

〇会長 

Ａですね。分かりました。 

佐藤純也委員。 

 

 

〇佐藤純也委員 

Ｂでお願いします。 
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〇会長 

Ｂですね。ありがとうございます。 

三浦委員は。 

 

 

〇三浦隆吾委員 

はなび・アムと周辺の取り組みのＢでお願いします。 

 

 

〇会長 

  はい。Ｂですね。 

  ありがとうございます。 

  それでは席の移動をお願いします。 

 

本日は、老松市長からご出席をいただいておりますので、私の方から前回までの振り返

りをさせていただきたいと思います。 

市長からは、協議会をご覧いただきまして、コメントなどいただければ大変ありがたい

と思います。 

現在進めております地域課題協議につきましては、委員の皆さんから１１件の地域課題

を提出していただきました。９月の第２回目の地域協議会では、地区別に３つのグループ

に分けて協議をしていただきまして２つの協議テーマが決定されております。 

協議の進め方につきましては、「課題の洗い出し」「解決策の検討」「実践」を達成す

るため、委員の皆さんからご意見ご提案などをいただきながら決めたものになります。 

具体的には、２つのテーマをそれぞれグループで協議を行っていただきまして、結果を

報告、全体での意見交換。これを繰り返しまして、最終的に協議会として意見集約を行う

こととしております。今後、協議の進め方につきましては、変更も可能としております。 

前回の第３回協議会では、委員の皆さんからそれぞれ希望するテーマを選んでいただき

まして、協議を開始しております。内容につきましては、事前に配布させていただいた資

料をご覧いただいていると思いますが、課題の洗い出しなど、グループ協議がされ、その

内容を報告していただいておりますので、本日はお互いに意見交換を行いまして再度グ

ループでの協議を進めていただく予定としております。 

   

それでは、これから協議に入っていただくわけですけれども事務局から何かありません

か。 
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〇事務局(田口まちづくり課長) 

  はい。少し報告をさせていただきたいと思います。 

   

Ｂグループへの情報提供について 

  １ 根本会館の現状について 

  ２ 大曲クラブ跡地について 

 

 

〇事務局(山信田参事) 

  私の方からはグループ報告の内容について、前回欠席された委員もおりますので簡単に

説明させていただきたいと思います。 

 

【資料に基づき説明】 

前回協議に係る各グループからの報告内容の確認について 

１ Ａグループ「地域住民の地域活動への参加」 

２ Ｂグループ「はなび・アムと周辺の取り組み」 

 

 

〇会長 

事務局から、説明がありました。 

今後「どういう取り組みが必要か」ですとか「誰が行うか」など具体的な協議

を進めていただくため、お互いに意見交換をしていただきたいと思います。 

 

まず、初めにＡグループの「地域住民の地域活動への参加」についてＢグルー

プから意見などをお願いできればと思います。 

発言の際は挙手のうえマイクをご使用いただきたいと思います。 

  それでは、Ｂグループからご意見やご指摘などありましたらお願いしたいと思

います。 

 

  三浦委員何かありませんか。 

 

 

〇三浦隆吾委員 

  前回私は不参加だったので、どのような協議がされたかよく分からないのです

が、四ツ屋まつりについてお話しされているようでした。私も２年前にＡターン
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で戻ってきたもので、四ツ屋まつりの凄さというか活気のある地域の取り組みと

感じていて、毎年思考を凝らした内容で行われているということでしたので、ぜ

ひ四ツ屋まつりのような取り組みを四ツ屋地区だけではなくて、いろんなところ

に実績ですとか情報を拡散していただいて他の地域でも行っていただけるように

なればいいなと感じました。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  この件でＡグループから何かありませんか。 

 

 

〇佐々木浩委員 

私は大川西根地区になります。今四ツ屋の話が出ましたけれども、西根地区で 

も秋に西根フェスタというものをやっているんですけれども、規模的には四ツ屋 

にはかないません。でも予算の中でいろいろと思考を凝らして頑張っているつも 

りです。何せ全般に知れ渡るには地域の皆さんの協力がなければできないので、 

小学生、中学生、保育園や高校生も交えて１部、２部と皆さん盛り上がっていま 

す。１０月にやるのですが収穫祭だと思うんです。稲刈りの時期なので農家の人 

たちは参加できない。若い人たちは忙しいこともあってなかなか参加できない。 

若者がついてくる状況であればいいんですが自分たちがやらないといけない。そ 

れで日中は子供たちが来て、食事をしたり遊んだりしていて、賑わいはあると私 

個人的には思っています。これからも継続していきたいと考えています。 

 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。 

  他にどなたかありますか。 

  柴田裕子委員。 

 

 

〇柴田裕子委員 

  地域ではそれぞれあります。西根、花館でもそれぞれやっています。私は藤木

なのですが、藤木でもコミュニティまつりをしています。１０年くらいになりま

したけれども、角間川でも地域住民を対象に賑わい創出といいますか、いろいろ

なイベントを組み合わせて、子供からお年寄りまで参加できる内容で行っていま
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す。それぞれ工夫を凝らしているのですが協力してくださる方が高齢化になって

いると言いますか、時間的に余裕のある方が手伝いに来てくれるとなれば高齢の

方が多いです。最初始めたころは若くても継続しているうちに次のリーダーが

育っていないということで苦労しているというのが現状だと思います。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  はい、松塚委員。 

 

 

〇松塚孝治委員 

  地域住民の活動ということですけれども、今話が出たとおりリーダーがしっか

りしないと若いものはついてこない。若い者がついてこないということは、高齢

者と若い人との間に隔たりがあるからではないかと思います。私も町内会の会長

をずっとやっておりましたけれども、やはり自分がやる前までは行きたくないと

思っていました。会の中に若返らせるという意気込みを持った人がいまして、私

も引っ張られまして、途中から私がやっていますけれども結構人は集まります。

市長も私の町内に来たことがありますけれども、結構活気のある町内だと思いま

す。やはりリーダーがしっかりしていれば何とかなると思います。とにかく人を

集めるには若い人を無理に連れてくるのではなく、いかに女性を取り込むかに

よって人は集まると思います。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  他に何がございますでしょうか。 

  はい、戸嶋委員。 

 

 

〇戸嶋真紀子委員 

  今やっていることを引き継いでやってほしいといっても、なかなかそこについ

てくる人はいないような感じがするんです。ジェネレーションギャップもあると

思いますし、この場と同じように「貴方たちは何をやりたい？」「どうやったら

この地域が面白くなるのかなあ？」「どういうことが好き？」というところから

始めて、一生懸命話を聞いてみたら「こうだったら面白いんじゃない？」という
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のは小学生、中学生、保育園児でも持っていて、それをサポートして「私たちが

手伝うから分からないことがあったら聞いて。」という感じで、主体が自分たち

だとすると参加するようになるのかな。もしかしたらやっていく内容が変わって

きてしまうんですけれども、その世代に合った「こうだったらこの地区は面白い

のに。」というような心を引き出していったら参加したくなるのかなと思います。 

 

 

〇会長 

  はい、ありがとうございました。 

  これらの意見を参考に、またＡグループからは協議していただきたいと思いま

す。 

  市長の方から何かございますでしょうか。 

 

 

〇市長 

  はい。前回素晴らしいワークショップが行われていたんだなと感心しておりま

したけれども、この地域住民による地域活動というのは非常に大事なんですけれ

ども、なかなか難しいと私も実感しておりまして、少し前ですけれども地域協議

会連合会主催でしょうか、次世代地域リーダー育成セミナーというものをやって

いた時期があるんですけれども、呼びかけたところ３０から４０人くらい集まっ

たと思うんですが、残念ながら今はやっていませんが、そうしたことに関心が

あって参加してくる方もいました。こういう方々を増やしていければいいなと

思ったところでありました。 

  また、前に小規模集落、それから高齢化集落、街中でも高齢化集落というもの

はあるので大曲も入っていましたけれども、やはりその中でもリーダーを養成し

ないといけないということもありました。いずれコミュニティのことを考えると

平成２０年代後半に「がんばる集落活性化支援事業」というものもやっていたん

です。これも集落で何かしたいとか、花を植えて地域を盛り上げたいとかという

活動を市が応援するというものでしたけれども、もちろん集落の方が集まって何

をやるかも大事なんですけれども、それよりも私は集落の方が集まって相談をす

る。顔を合わせるということが大事なことだと思います。総会をやっても集まら

ないという状態の中で、みんなが集まって花を植えようとかの話をすること。地

味な活動ですけれども大事な活動だったのではないかと思っています。５年間

やったということで打ち切りとなった訳ですが、また内容を変えて取り組む方法

もあると今つくづく感じたところであります。 

  それから先ほどお話ありましたけれども、伝統行事やイベントはやはり子供た
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ちのふるさと教育という関係もありますし、後継者育成といういこともあるので、

これまでの伝統行事や伝統芸能も子供を参加させるということは必須だと思いま

す。花館の川を渡る梵天は、最初子供を船に乗せることは危険だと言われていま

したけれども今はちゃんと浮きをつけて参加していますよね。こういった親と子

が一緒になって参加するということがいろんな意味で大事だと思っています。子

供が大きくなった時に「ふるさとは良いものだ」という思いを持って、ふるさと

を出ても戻ってくるという気持ちになってくれるかもしれない。そうした意味も

ありまして様々な活動には子供は必須だと思っておりまして、主催者の方にはそ

うした呼びかけを一生懸命させていただいているということでした。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  では今いただきましたご意見も参考に協議を進めていただきたいと思います。 

それでは次のＢグループのテーマ「はなび・アムと周辺の取り組み」について

を議題とします。Ａグループの方からご意見などありましたらお願いしたいと思

います。 

 

 

〇成田麗子委員 

  はい。はなび・アム周辺ということでしたけれども、私の知り合いが県外から

参りまして、大曲駅に立った時に「はなび・アム」はどこにあるか聞かれました。

行くまでの過程と場所が分からない。そこを考えて欲しい。また行くまでの間に

「何か楽しめる場所はあるか」とか考えたんですが、まずはどこにあるかをわか

るようにする。知らせるということが大事なのではないかと思います。 

 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございます。 

  ただ今の意見に対して何かＢグループからありませんか。 

  なければ、意見を参考に協議をしていただきたいと思います。 

  Ａグループの方から他にご意見などございませんか。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  最上さんや榊田さんという人たち、自分は四ツ屋なんですが、地区のことを知
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りたいということがあるんですが、大曲の偉人を知るという取り組みをやってい

ただければありがたいと思っています。他にもたくさん居ますよね。子供たちは

歴史の勉強などしてますけれども、地元の偉人はあまり知らないと思います。で

すのでこういったことは是非進めていっていただきたいと思います。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございます。 

  それではこういった意見を踏まえて協議していただければと思います。 

  このテーマについて市長から何かありましたらお願いしたいと思います。 

 

 

〇市長 

  先ほど成田委員からどこにあるのか分からないといったお話がありましたけれ 

ども、看板はありますけれどもまだまだ足りないということだと思います。いず

れ大曲地域を考えた場合は花火だということで「はなび・アム」を造らせていた

だきました。余談ですけれども、西仙北地域は綱引きということで大綱交流館を

造らせていただきました。こうした地域の特徴を大事にした拠点施設があればい

い。神岡は野球と言った人もいましたが、そこはまだこれからですけれども、太

田は鈴木空如さんではないか、秋田県民歌の倉田政嗣さんではないかとか、ジブ

リの男鹿和男さんではないかとかおっしゃる方もいますが、そうしたことで太田

は今、文化プラザを大規模改修中です。そうした各地域の特徴を強くできるよう

な、盛り上げるような施設を造りたいと思っています。中仙はドンパン節ではな

いか、円満蔵さんでもいいし、ドンパン節関係という感じもしていますが、そう

いった意味で大曲は「はなび・アム」を整備させていただいたということで、そ

の周辺ということですけれども、駐車場の関係は先ほど言いましたように民間の

不動産会社が所有しておりまして、大曲クラブ跡地を市が購入できませんでした

ので、代わりに取得していただいたようなものですけれども、そこをお借りして

今駐車場としております。近くに大型バスの駐車場があればいいと思うものです

が、少し離れたところに停めていただきたいということがありました。大曲の四

季の花火の際にはお客さんの駐車場になるのではないかという感じはしておりま

す。実はお土産は大仙市観光物産協会の力でお土産を販売する話があります。そ

れから飲食スペースの設置を将来的に考えているところです。最初は建物内で物

を売ることに反対する方もおりましたので行っていませんでした。入場料も無料

としておりますけれども、無料というお得感で何か買っていただきたいというこ

ともありました。花火通り商店街でお土産などの買い物をしていただければいい
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という思いもあってですね、無料にしたということもあります。１、２階が青少

年ホームの代わりの生涯学習施設なのでお金を取ることはなかなか難しいという

ことがあります。３、４階に来た人たちからだけお金をいただくということも考

えましたが物理的に無理だったということもありまして無料にしたということも

あります。いずれ近い将来、お土産と飲食できる場所がすぐ近くにあればいいし、

お土産は今観光物産協会が頑張っております。それから、大曲駅周辺、花火通り

商店街、はなび・アム周辺、それから花火大会会場周辺を結ぶ導線というものも

考えております。花火大会会場周辺については商工会議所のほうで何か構想があ

るようですし、駅も出て右側の空き地がありますけれども、民間会社の所有地な

んですけれども、そこもこれから開発の検討を始めておりますので応援したいと

思っておりますけれども、そうした拠点といいますかこうしたところを強力に結

びながら盛り上げていければいいと考えているところです。 

 大曲の偉人については、先ほど佐藤委員からお話がありましたけれども、太田

の話ですが、有志の皆さんで太田の偉人を顕彰する会というものを作って、先ほ

どの鈴木空如さん、倉田政嗣さんの２人を盛り上げる活動をしておりますけれど

も、大曲もそこに負けないくらいの方がいらっしゃると思っておりますので、図

書館の中にも何かあるみたいですので、いろんな企画が考えられると思いますの

で参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

 それから産業展示館という呼び方はしていません。旧産業展示館ということで、

「はなび・アム」が出来てから中も改装しまして「はなび・アム別館」になって

おりまして、付随施設として使わせていただいております。また、根本会館の話

がありましたけれども、残念ながら囲碁などをされる方も今はもう使えないとい

うことで、「はなび・アム別館」を使っていただいておりますので、今は使って

いないということになります。「はなび・アム」があって２軒一般の家がありま

して、その隣が根本会館になります。堤防の通りです。今は危険であり２階に上

がることはできない状態でして、解体してその土地をどのようにして使うかはま

だまだ先の話ですけれども、そういう状況です。よろしくお願いします。 

 

 

〇会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの意見交換を踏まえまして、グループで協議をお願いした

いと思います。 

 事務局の方から、物品を配布させていただきます。前回のご意見なども付箋に

記載しておりますので移動が可能です。 

  また、参考１、参考２と記載された資料が配布されておりますけれども、こち
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らは最終的に協議した結果を実践に結び付けるために必要と思われる内容をまと

めたものになります。すべての協議テーマあてはまるものではないかもしれませ

んけれども、協議を行う際の参考としてください。 

  今回のグループ協議では、具体的な対応策について、取り組み体制について、

協議会の今後の取り組み、実現可能かなど、実践に向けて一歩踏み込んだところ

での協議をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

今回もグループ内で、進行役と報告していただく方を決めてから、協議に入っ

てください。 

 時間の方は、３０分ほどとりたいと思いますので、７時２５分まで行っていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

 

  【グループ協議】 

 

 

〇会長 

  時間となりました。 

決まったところだけでも結構ですので、各グループから報告をしていただきま

す。 

それでは、今日はＢグループからお願いします。 

 

 

〇三浦隆吾委員 

  はい。それではＢグループ「はなび・アム」の活性化についての話し合いをし

たことについて共有をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  目的に関しては「はなび・アム」をどういう風にして周知していただいたり、

集客につなげるためにどうしていったらいいのかを考えることが今の目的と捉え

ています。まず大前提としては今の「はなび・アム」の目的、なぜ「はなび・ア

ム」がそこにあるのかとか、今現在利用している人の現状把握ができていないの

ではないかということを踏まえ、来場者のアンケートを取ってみてはどうかとい

うことで話し合いをしました。それを知ることによって、これから何をしたらい

いのか、観光客を集めたいのか、地元の人に活用してほしいのか、もしくは子供

たちを集めたいのかというリサーチがまず必要ではないかという話をしました。

そのうえで、駅からの経路をどうしようかということで、駅から「はなび・アム」

までの道案内をできたらいいなということで、駅から花火通り商店街、大町を

通って「はなび・アム」に到着するのが理想的ではないかと考えています。ただ
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現状においては、これもリサーチが必要かと思いますけれども、車で来ている人

が多いのか、徒歩が多いとか、こういうこともデータとしてないとアプローチの

仕方も変わってくるかと思われます。駐車場がある側の方ですと、前の通りから

来て大町に触れないで帰ってしまうということになります。話し合いの中では大

町が非常にもったいない。もっと大町も含めて「はなび・アム」プラスアルファ

といいますか、周辺の地域も歩いてもらえるような工夫が必要ではないかという

ような話をしました。そのために大曲クラブ跡地の活性方法ですが、他の地域で

コンテナを使った飲食店がお洒落な感じであったり、飲食店が近くにあったらも

う少し利用しやすいのではないかという話もあったので、そういうことにもチャ

レンジできるような環境であったり、大町の方が今シャッター街になっていると

いう現状がありますので、ここは大仙市からも協力をいただいて、若い人たちで

も出店できるようなチャレンジショップなど、空き家を活用した形でやれたらい

いのではないかという話をしました。それから「はなび・アム」の楽しみ方とい

う話もしまして、以前「ヒカリオまるしぇ」という市民と大仙市とで共同開催し

たイベントがあります。この時に「花火玉カーリング」というレクリエーション

的なものを作ったんですけれども、それを有効活用できなかったり、コロナで去

年はイベントが出来なかったので、こういったツールを使って別館に常設して子

供たちが遊びに来られる。もしくは親御さんたちが来て遊ぶことが出来たり、い

ろんな年代の方に触れていただきながら、それをきっかけに大仙市の歴史が分か

るようなものを常設して、そこを利用してもらったり、憩いの場として活用して

もらったらいいのではないかというように考えました。そして別館に対してのオ

ペレーションはもう少しあった方がいいのではないかということで、一回外に出

て別館に行かなければならないという構造上、やはりアナウンスが必要であった

り案内人がいてくれたらもっといいのではというような話が出ました。そして別

館に、偉人の資料ですとか見るものがあったらいいのではないかということで話

し合いました。案内人を「はなび・アム」の職員の方、もしくはボランティアの

方がやってくれたらいいのではないかと考えました。そして経路となる商店街を

盛り上げる方法を考えなくてはいけないと思っておりまして、榊田清兵衛さんの

碑を移設できないか。移設できるなら移設して、それをアイキャッチといいます

か巡るような経路を工夫してみるというような案もありました。そして先ほども

言いましたが「はなび・アム」の来場者の方へアンケートを取り、それに対して

のアプローチの方法を考えるということで、車で来る人なのか徒歩の人なのか、

利用目的は何なのか、観光できた人なのか、もしくは地元の方なのか、あとは利

用回数はどれくらいなのかというリサーチがあれば、対策を練りやすいのではな

いかという話をしました。そして市民への周知ということで、市民でも周知度が

低いのではないかというような話の中で、例えば小学生への必修科目として「は
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なび・アム」を使った何かをするとかがあってもいいのではないかという話をし

ました。旧根本会館については、いったん解体するので根本さんの碑を解体した

ところに建てられないかというようなことを共有しました。 

  Ｂグループは以上です。 

 

 

〇会長 

ありがとうございました。 

  ただいま、Ｂグループから報告していただきましたが、Ａグループの方からご

意見とか質問などあればお願いしたいと思います。 

 

 

〇柴田裕子委員 

  先ほど根本会館の記念碑ということでしたけれども、記念碑とは例えばここに

会館がありましたというものでしょうか。それとも個人の顕彰の碑のどちらを話

し合われたのでしょうか。 

 

 

〇三浦隆吾委員 

  はい。具体的に深いところまで何なのかということは話していないのですが、

案としてそういうものがあったらいいよねということでした。 

 

 

〇会長 

他にありませんか。 

ないようですので、Ｂグループの皆さんありがとうございました。 

 

次に、Ａグループからお願いします。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  それではＡグループですけれども、地域でいろんな問題点や課題に格差があっ

て違うというところが出てきました。四ツ屋まつりを自分がやっていますので、

それをモデルにということもあるんですけれども、まずどういった経緯で始まっ

て、どんな流れになっているのかといったところを話した方がいいのではないか

という話になりましたので、四ツ屋の話になってしまうんですけれどもお伝えし
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たいと思います。まず始めた経緯ですけれども、最初は私と同じような世代の人

たちが集まって飲み会などをしていく中で、四ツ屋は農協まつりとか商工まつり

のようなものが昔はあったということを話していて、そういうものが面白かった

ということから、自分たちでやってみるかという話になりまして、伝統も何もな

いところでしたが始めることになりました。そのために、まずは先輩たちに一言

いっておかないといけないということで、四ツ屋商工協議会という団体がありま

して、そこにお願いしまして青年部というものを、まつりのために作らせてもら

えないか話したところ、やってみろということになりまして、そこから初めたん

ですが、「いまさら何で。」という人もいたんですが、何とか了解を得ることが

出来ました。行政にもいろいろとお願いをしたり手伝ってもらわないと無理でし

た。たまたま自分の同級生が公民館の職員でおりまして大変救われました。また

中に花火を揚げてくれる人もいましたので始めることが出来ました。まつりを開

催するにあたって、どうやって人を集めることが出来たかといえば、世代を超え

た集まる機会、飲み会なんですけれども、年齢関係なく集まるところからいろい

ろなものが生まれてきていたのかなと思います。なかなか若い人が出てこないと

いう話なんですが、自分たちは引っ越してきた人たち、アパートでも家を建てた

でも、そういう人たちを積極的に取り込もうということで声掛けをしました。少

しでもいいので、来てみないかということで、そこから繋げていきたい。自分た

ちが前からいるから先輩だということではなく、よく四ツ屋に来てくれたという

ことで皆で迎えたというところが良かったのかと思います。そうしたことから四

ツ屋まつりが出来たわけですけれども、今１１回開催してみて思っているのは、

皆で集まって、上は７０歳くらいの人とも良く飲むんですけれども、そういった

ことが出来る地域というのは皆で話し合って問題を解決できるのでないか。それ

ぞれの世代で抱えている問題というのは違うと思いますので、そういう機会がな

いとなかなか出てこないというか、やはり先になっている人たちだけでは分から

ないこともあると思いますので、こういうものがあればいいのではないか。あっ

たからずっとやってこれたのではないかと思います。先輩たちに突き合わせても

らっていることが上手くいっているのではないかと思います。いろいろな問題は

あると思います。各地域コミュニティの交流も必要ではないか。問題点も違うと

思いますので、例えば他の地区の同年代で交流するとか、そういうものがあれば、

いろいろと見えてくるものがあるのではないかと思いました。 

  以上です。 

 

 

〇会長 

ありがとうございました。 
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  ただいまの報告にたいしまして、Ｂグループからご意見などございませんで

しょうか。 

 

 

〇後藤仁美委員 

  四ツ屋では新しく来た人を誘っているというお話が出ましたけれどもどうやっ

て新しい人が来たことが分かるんですか。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  集まりの中で誰が結婚してどこから来たですとか、あそこに家が建ったという

話が聞こえてきて、近くの人が声をかけてみたり、いつ何があるから連れてきて

とかそういう話から始まりました。 

 

 

〇後藤仁美委員 

  まず大きな町内ではそういう情報は入ってこないし、町内全体でそういった流

れを網羅しているということと、それがいい方向に流れているなと思いました。 

  ありがとうございます。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  他に何かある方はおりませんか。 

 

  それでは市長から、全体を通して何かございませんでしょうか。 

ただいまの報告や協議のほかに、地域協議会に対してなど、何でも結構ですの

でよろしくお願いします。 

 

 

〇市長 

  まず最初のＢグループの発表については来館者のリサーチですかね。ベーシッ

クなところ。これを押さえることで、いろんな対策なり変わってきますね。お客

様がどういった目的で来ているかですとか、そういった基本的な取り組みは少し

時間が経過した中である程度は取っているのですが、しっかりとした活用とまで

行っていないという感じはします。そこから始まるのだということを今日改めて
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感じました。皆さんもご存じと思いますけれども「はなび・アム」の３階４階に

展示スペースがありますけれども、あれよりも大きなスペースが隠れているんで

す。階段を登ったところの左側になりますけれどもバックヤードと言ったりもし

ますけれども、そこには全国から、一部世界のものも入っているんですけれども、

花火資料が保存されているんです。保存して継承していくというアーカイブズの

機能も持っているんですよ。単なる花火資料館ではなくて、できればバックヤー

ドも見ていただける形になれば一番いいかと思うんですけれども、今は貸し出し

などは出来なく、もっと資料を集めようということでやっています。ですからそ

ういったところも充実してくると、いろんな活用ができるのではないかと思って

います。貴重なご意見をありがとうございました。また、大町といいますか近隣

の地域を含めた活性化ということで、いろいろとご提言がありまして、その通り

だと思っております。ありがとうございました。 

  それから２つ目のテーマですが、四ツ屋まつりを作られた佐藤委員のお話だっ

たので説得力があると思いながら聞いておりましたけれども、若手有志の方のこ

うした集まりというものは本当に大事だと思っております。飲み会から始まって

もいいと思っていますけれども、他にもあると思いますけれども私は仙北の柵真

会、西仙北のにしせん未来塾、南外の若者会議など、いろいろと若手有志が地域

の活性化のためにイベントの中心となる組織が出来ています。これを継続して後

継者を作っていくというのは難しい要素でありますけれども、そうした活動を市

としても全面的にバックアップしていこうと思っていますし、こういった活動が

どんどん広がっていけばいいなと思っております。まちづくりとか地域おこしと

か、そういう組織、会社でもＮＰＯでもいいんですけれども大仙市には少ないと

思っています。他の市と比べる必要はないんですけれども地域貢献、社会貢献な

どを頑張っている団体というのが他にはあるんですけれども、少ないのではない

かと思っていまして、そういった方を育てると言いますか、一緒になって地域お

こし、地域活性化できればいいと思ってまして、そうした人たちを支援して育成

できればいいなとつくづく思っております。 

  以上ですけれども最後に、私は実は地域協議会は自分の思いと違うということ

を言い出しまして、地域枠予算の審議ももちろん大切なんですが、本来の地域協

議会、私の解釈では地域の住民と行政の間を取り持って密接に関係する機関だ。

いわゆる地域の皆さんのいろんな要望を受け止めながら、協議会の中で協議がさ

れて、市に要望や提案をする大事な役割を持っている。住民と行政をしっかりと

した関係、密接な関係にする組織であると解釈していましたので、これまで強く

言ってきましたけれども、今日地域協議会の皆さんがテーマを決めてワーク

ショップをされているのを見まして、本当に新鮮な感じで見させてもらいました。

私は今回協和と南外に出席しまして大曲が３つ目ですけれども、協和と南外は私
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と意見交換をする会でした。特別にそういう機会を作ったのかもしれませんけれ

ども、こういうワークショップ、いろんな形態はあるかもしれませんけれども、

地域の課題、そういったものを地域協議会の皆さんが意見を出し合って、そして

行政が取り組まなければいけないものであれば市に、市長にきちんと提案すると

いうのが私の考えていた地域協議会の在り方の一つだと思っていたので、今日は

新鮮な気持ちで嬉しく思っております。もっと早く出席しいていればもっと早く

感じていたことですけれども、今日の皆さんを見て感動、感銘したところです。

本当にありがとうございました。 

 

 

〇会長 

老松市長、ありがとうございました。 

せっかくの機会ですので、委員の皆さんから何かございませんか。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  度々ですみません。次年度から公民館に職員を置かないという提案が各地区に

されたと思います。四ツ屋にもお話が来まして、現状としては地域行事を実施す

るにあたって、行政と一緒になって行っていることが沢山ありまして、四ツ屋ま

つりですけれども、なかなか進まなくなると思います。それ以外にもお願いして

いることが沢山ありまして、もし職員が来ないとなると負担が大きくなり、でき

なくなるという不安があります。今負担が増えることは地域の活性化が進まなく

なるのではないかと思います。そこが非常に心配なところで、各地域で抱えてい

る課題は違うと思います。人口なども地域によって違いますので、そういったと

ころも考えていただいて、予算などの問題も大仙市としてあると思いますけれど

も、実際に地区では不安に思っているところです。 

 

 

〇市長 

  大曲地域の公民館業務を地元に委託するという考え方なんです。今は館長が地

域から選ばれた人で会計年度任用職員ですけれども、本当は地域の皆さんにお願

いするということで、いろんな団体が考えられたんですが、コミュニティ会議が

想定された団体のひとつだったんですけれども、教育委員会の方で打診したとこ

ろ受けることが出来ないということで、来年度はできないということなんですが、

館長については、これまでどおり会計年度任用職員ということで市の職員なんで

す。市の委託料には人件費も含んでいますので、公民館業務をする人は地域から
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選んでいただくということを考えたわけなんです。これは決して違法なことでは

なくて、国・県も認めているところで、公民館は指定管理もできるし委託もでき

るということになっています。ただ地元が受託できないということであれば無理

に行うものではありません。公民館は教育施設、社会教育という声もありますが、

今の公民館は地域コミュニティの維持とか地域活性化に向けたいろいろな事業で

すとか、従来の公民館事業と地域で行われている事業などを地域の皆さんと一緒

に進めてかなければいけない時代といいますか、このような社会情勢になってき

ているということで見直しするものです。今は公民館を廃止する市町村もありま

す。コミュニティセンターといった公民館をもっと大きい捉えかたをしていると

ころもあります。こういったこともあり、試行錯誤しているところです。実際に

地域が出来ないということであれば市としても行わないので、そこは安心してく

ださい。受け入れ側が受託できないということであればお願いできないことなの

で行いません。ですので令和３年度は今の形で行うと思うので、地域と話をする

ことになると思います。今後も地域の皆さんと一緒に取り組んでいこうというの

は、これまでと何ら変わりませんが、事務を行うのが市の職員ではなく身分が変

わるということになります。いずれにしても相手のあることですし、市が強引に

押し付けるというものではありませんので、よろしくお願いします。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  分かりました。ありがとうございます。安心しました。 

 

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  他にありませんか。 

 

 

〇戸嶋真紀子委員 

  先ほどグループ協議で出たんですけれども、根本会館のところに碑を建てたい

という話があったんですけれども、私も勉強不足で根本龍太郎さんがどういった

ことをされたかということはよく分かりません。例えば、あの建物が根本龍太郎

さんの住んでいたところなのか事務所だったのかなど分かりませんけれども、た

だこの仙北平野の黄金色の奇麗な田んぼが、根本さんの力があったからではない

かということは何となく思っていまして、というのは田んぼの中に根本龍太郎さ

んの名前が彫られた石碑が結構建っていたんです。その記憶だけはあったので。
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大曲というよりは大仙市に育った田んぼの米で成り立っている地域で、石碑を残

していくのはそこしかないのかなと思いました。根本さんの功績は今残さなけれ

ば誰もわからないし、伝えることもできないし、後世に恒久的に伝えるにはちゃ

んと石に掘った形で残さなければ、地域の偉人がここにいたということがうやむ

やになってしまう。なので大仙市全体の偉人として恒久的な石碑として、あの場

所に設けられたらいいと思いました。是非お願いしたいと思います。 

 

 

〇市長 

  根本龍太郎さんについては、自由民主党の政治家で官房長官や建設大臣などい

ろいろと経験されたということで、旧大曲市の功労者ということで表彰もされて

います。私もあそこが生家の跡かと思いましたら、生まれたところは須和町とい

うことでした。あそこは帰ってきたときに宿舎として使ったり、事務所として使

われたりしたところと聞いております。ですから生誕の地ということで建てられ

ればいいのですが、何かをするにしても、どうすればいいかということで考えて

しまうんですけれども、いずれ市に対して会館ということで寄贈していただいた

ということですが、今は老朽化してしまったということですけれども、自由民主

党の国会議員ということで石碑を建ててもいいかというところもあるのですが、

市の功労者ということからすれば、そのようなことも出来るのではないかと思い

ます。どういう形がいいのかということは、場所も含めて考えなければいけない

と思います。気持ちは重々わかります。功績としては雄物川の蛇行していたもの

を真直ぐにしたり、水路を作ったりしています。また松山のところに記念館があ

ります。これは建設大臣当時だと思います。それから仙岩トンネルも根本龍太郎

さんの時代ではないかと思っております。そういった意味では凄い人であったと

いうことは間違いありません。あと根本龍太郎さんが辞めてからは、この大曲仙

北から大臣が出ていない。近い人はいるのですが５０年ぶりに是非地元から出て

いただければいいなと思っております。湯沢市から総理大臣が出ましたけれども、

ここからは出ていないということで余談でした。 

  

 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  他にありませんか。 

 

 

〇後藤仁美委員 
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  ひとつはプライベートな話なんですが、今日は市長がいらっしゃるのでお話し

させていただきますが、私は高校３年生の息子がいるんですけれども、先日５万

円の給付金の通知が来ました。息子が急に７月に進路を変えて大学進学したいと

いうことで４月から栃木の工業大学に行くんですけれども、いずれ秋田の工業高

校の先生として戻ってきたいという話なので、今回の給付金は非常にありがた

かったです。ありがとうございます。 

  もうひとつが先ほどの協議の中でも話したのですが、私が毎日大曲駅に勤めて

いて思うことが、初めて大曲に来た人が駅から花火通り商店街が見えないことで、

私のところに商店街にはどうやって行ったらいいのかということを何度も何度も

聞かれています。今年の冬は豪雪だったということもありまして、地下道に雪が

入ってしまったことで、階段が階段でなくなってしまい怪我をされた人が居ると

いう話も聞こえてきまして、これから駅の改築がスタートするのであれば、是非

大曲駅から商店街に行ける方法はないのかなということを個人的に市長にお話し

したくて、真直ぐ商店街に向かえる通路とか何かがあれば、もっと人が流れるの

ではないかと思いました。 

 

 

〇市長 

  まず給付金ですが、大学生に行った後に今回高校生を対象に行いますけれども、

それには勿論コロナの関係で保護者の皆さんや本人も難儀をされているだろうと

いうこともありますけれども、実はもうひとつありまして、高校からは生徒がど

こに行くかは教えてもらえないんです。どこの大学に行くかやどこの会社に行く

かなどは個人情報なので当然教えていただけないんですけれども、大学生に５万

円を贈った時もアンケートをやりました。高校３年生についてもアンケート調査

ということで、就職か進学かどこに行くか、どこまで具体的に聞くかはこれから

ですが、「将来地元に戻りますか？」とか、地元に戻ってきてもらいたくて行う

ものです。そして学生に市内の企業の情報などを発信したい。アンケートでそう

いう情報が欲しい人には提供したい。高校から自分のところの学生はどこに行っ

たか教えてもらえれば本当は楽なんだけれども、これは教えてもらえない。そう

すれば直接呼びかけて情報のやり取りが出来ればいいなということでやろうとし

ているところです。 

  それから駅についてはおっしゃる通りだと思います。駅から花火通り商店街に

行けるルートというのは課題だと思います。今、駅舎など手を加え下りのエスカ

レーターを設置しますけれども、駅周辺を再開発するというところまでは残念な

がら考えていないのですが、ご指摘のとおりだと思います。仙台とか秋田みたい

に高架で持っていく手もあるのですが費用対効果というところも考えなければい
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けないのですが、良いご指摘をいただいたと思います。ありがとうございました。 

 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。 

  それでは柴田委員お願いします。 

 

 

〇柴田裕子委員 

  先ほどの根本さんの顕彰の件なんですが、私がまだ仕事をしている頃で２０年

くらい前になるんですが、有志の方が寄付を募って顕彰碑を建てようということ

で動いたことがあります。寄付は集まったんです。いざ建設しようとしたときに

ご家族がいらないということで反対に遭いまして、頓挫したということがありま

す。ですのでご家族の意向も聞かないといけません。その当時、ご本人はお亡く

なりになっていて奥様と娘さんがおりまして、そちらからいらないと言われまし

て、集めた寄附をお返ししたということがありましたので、ご家族や親せきの意

向も聞かないと、勝手にこちらが良かれと善意でやっても受けてもらえない時も

あるので、慎重に進めた方がいいのではないかと思いましてお話ししました。 

 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。 

他に、ありませんか。 

老松市長、どうもありがとうございました。 

本来ですと、これまでの意見を踏まえまして、再度グループをしていただいて、地域協

議会としての解決策の案をまとめていただくところですが、会議時間も押してきておりま

すので、本日の協議はここまでにさせていただきたいと思います 

 

次に、次第６の報告に移ります。 

「地域枠予算の活用状況について」事務局より説明をお願いします 

 

 

〇事務局（山信田参事） 

 

【資料に基づき説明】 

  ・申請状況 （件数）１６件 （申請額）４，３４５，８３６円 
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〇会長 

ただいま事務局より、報告がありましたが、皆さんの方から何かございません

か。 

 

  ないようですので、次第６の報告を終了します。 

続きまして、次第の７の「その他」に移ります。 

  皆さんから、何かございませんか。 

 

なければ、本日の議題等は全て終了となります。 

本年度の協議会は今回が最後となります。 

次回は新年度に入ってからの開催日となりますが、現在進めている地域課題協

議を継続審議といたします。開催日につきましては事務局の方から通知させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

以上で、本日の会議を閉じさせていただきます。 

皆さん長時間にわたりご苦労様でした。 

また、老松市長からは大曲地域協議会にご出席いただきましてありがとうござ

いました。 

これを持ちまして本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわたりご苦

労様でした。 

 

 

（午後 ８時 ３２分 閉会） 
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